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児童 たちが気 持ちよく 通学
でき るよう頑 張りたい と思
いま す︒皆様 のご協力 をよ
ろし くお願い します︒
︵ アダプト 会会長 香村︶

︵２月〜５ 月︶

定 例作 業報 告

２ 月１日
︵ 日︶ 東側 斜面
の道 路脇のナ ンキンハ ゼの
整備 作業︒作 業の手際 よく
短時 間で 本 近くのナ ンキ
ンハ ゼを丸坊 主にせん 定︒
２月 日
︵ 日︶ 棚卸 しの
事前 整備︒備 品を点検 し台
帳と 照合︒
３ 月１日
︵ 日︶ 施肥 と棚
卸し の点検確 認作業︒ 化成
肥料
キロ を手分け して
樹木 の根元に 散布︒
４ 月５日
︵ 日︶ 委員 会開
催︒ 年度の 新役員選 出と
活動 計画を決 定︒作業 は雑
草や 生垣の生 育がまだ 目立
てな いため中 止︑作業 道具
の手 入れを実 施︒
４月 日
︵ 水︶ 会員 有志
によ る団地夏 祭りなど に使
う炊 き出し用 の釜の製 作︑
整備 作業︒
５ 月２
︵日 ︶ 炊き出 し用
の釜 ︑２日目 の製作続 行で
完成 ＝２面に 紹介記事 ︒
５ 月 ︵日 ︶ 定例作 業︒
東 側 歩 道 の ア ベ リ ア せん
定︑ 北側歩道 橋の中高 木の
伐採 ︑アダプ ト作業で 大松
台小 学校側の グリーン ベル
トの 草刈り︒
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５月に今年初の 草刈り実施

み美 化活動に 努めてき まし
た︒ このため 道路利用 者か
らも 賛辞の声 が多く寄 せら
れて います︒
今 年は緑化 委員会の 定例
作業 日の５月 日に第 １回
目 の 草 刈 り を 実 施 し まし
た︒
昨 年４月︑ 多摩市ア ダプ
ト 制 度 道 路 交 通 課 に よっ
て︑ 鶴六アダ プト会の 名称
で﹁ ここは私 たちが清 掃美
化活 動してい ます﹂の 看板
が二 カ所設置 されまし た︒
道行 く人がこ の看板を 眺め
てい る姿をよ く見受け られ
ます ︒
ア ダプト会 としては ︑看
板倒 れになら ないよう 今年
も一 層の美化 活動に努 め︑

設立 ３ 年 目 の 鶴 六 アダ プ ト 会
ホ ームタウ ン鶴牧６ 団地
の西 側にある 歩行者専 用道
路﹁ そよかぜ の道﹂で は︑
朝夕 ︑ランド セルを背 にし
た児 童たちが 元気よく 小学
校へ 通う姿が みられま す︒
ピカ ピカの新 入生を迎 えた
４月 にはグリ ーンベル トの
草は まだ伸び ていなか った
が︑ 気候が暖 かくなっ た最
近で は急に雑 草が目立 つよ
うに なりまし た︒
当 団地は︑ 一昨年に ﹁鶴
六ア ダプト会 ﹂を発足 させ
まし た︒この 間︑緑化 委員
会メ ンバーが 総力を挙 げて
グリ ーンベル トの雑草 刈り
をは じめ︑生 垣のせん 定︑
秋口 のモミシ バフウの 枯れ
葉集 めなどの 作業に取 り組
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体会 議に変更 すること もあ
ると している ︒
役 員会につ いては︑ 基本
的に 定例作業 前に毎回 開催
して ︑作業計 画や備品 管理
等の ほか︑
理 事会︑多摩 市︑
園芸予 算会 計と新 役員を 承認
造園 業者など との業務 事項
など を協議す る︒
年度第４回全 体会議
﹇ 新役員﹈ 委員長林 ︑副
た︒
委員 長富田︑会計書記 田上︑
活 動計画で は例年通 り年 役員 香村︑同 長谷川︑ 同円
４回 の委員会 全体会議 を開 実︑ 同中沖︑ 同福嶋︑ 同脇
催す るほか︑ 毎月１回 の定
例作 業を実施 ︒管理組 合理
中高木二百十四本せん定
事会 の草刈り 作業の日 程に
造園 業者が 実施
よっ ては︑
一 部変更す るが︑
基本 的には毎 月第１日 曜日
に行 う︒役員 会を委員 会全
造 園業者﹁ 風雅苑﹂ に業
務委 託してい る平成 年度
の中 高木せん 定と生垣 修復
作業 が１月下 旬から２ カ月
近く 掛けて実 施された ︒
整 備した中 高木は計 二百
十四 本︒タウ ンハウス ８号
棟の 枯れ死し た一部生 垣を
ベニ カナメか らサザン カに
植え 替えた︒
中 高木せん 定は周回 道路
周 辺 と 大 松 台 小 学 校 緑道
側︑ 南側斜面 ︑東側通 路脇
のイ チョウな どを中心 に実
施し た︒
イ チョウは ２号棟周 回道
路脇 の建物側 ５本と団 地入
り口 近くの大 イチョウ をせ
ん定 ︒一部で 生育を止 める
﹁止 め刈り﹂ をした︒
ま た︑年２ 回実施し てい
る春 の中低木 ︑生垣消 毒は
５月 ９日に無 事終了し た︒
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緑 化委員会 は４月５ 日の
作業 後に第４ 回委員会 全体
会議 を開催し た︒
林 勘治・委 員長︑田 上順
次・ 会計書記 が平成 年度
に計 上された 園芸関係 予算
の 総 支 出 状 況 を 報 告 した
後︑ 平成 年 度の活動 計画
と新 役員を提 案し︑承 認し

ナンキンハゼせん定＝２月定例作業

（１）

ホームタウン鶴牧６管理組合緑化委員会発行（通巻30号）
2009年(平成21年)春季号
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５ 月の定例 作業は団 地外
伸 び出した アベリア は頭
周の 草刈りな どを中心 に実 をそ ろえ︑下 草を刈っ た︒
施し た︒東側 歩道脇の アベ 遊歩 道脇のグ リーンベ ルト
リア のせん定 ︑北側の
外周の樹木や雑草刈り
歩道 橋脇の中 高木せん
久 々 に５ 月 定例 作業
定︑ 鶴牧六ア ダプト会
が担 当してい る大松台 小学 も 暑 さ と と も に 雑 草 が伸
校側 の遊歩道 の草刈り に分 び︑ 刈り払い 機を使っ てき
かれ て作業し た︒
れい に刈り上 げた︒

歩 道橋脇の 中高木の 整備
は︑ 伐採が得 意な身軽 な３
人組 の﹁切り 屋さん﹂ が担
当 ︒交代作 業で瞬く 間に
せ ん定︑切 断し︑見 通し
が 見違える ようによ くな
った ︒この中 高木は枝 が成
長し て歩道橋 に垂れ下 がっ
てい た︒

恒例の団 地夏
祭 りなどで 使用
す る新しい 煮炊
き 用のかま どが
出 来上がっ た︒
毎 年︑夏祭 りや
餅 つき行事 に使
っ ていたか まど
が ︑古くな って
危 険になっ たた
め ︑２日掛 かり
で 新しく作 り替
え た︒
かまど用 のド
ラ ム缶は前 回同
様︑ 佐藤会員 の紹介で 知り
合い の会社か ら払い下 げを

煮炊き用のかまどを更新
煮炊き用のかまどを更新
煮炊き用のかまどを更新
煮炊き用のかまどを更新
煮炊き用のかまどを更新
煮炊き用のかまどを更新

山 中湖畔の 別荘地に 引っ
越し た元緑化 委員の細 見隆
さん の山荘に 仲間７人 が押
し掛 け︑野外 バーベー キュ
ーを 楽しんだ ︒
鶴 牧 か ら 引 っ 越 し て３
年︒ 山荘前に 広がる庭 園も
着々 と整備さ れ︑日常 作業
をす る立派な 工房まで 出来
上が っていた ︒緑豊か な自
然環 境に囲ま れ︑山荘 近く
まで リスやシ カ︑イノ シシ
など が姿を見 せるとい う︒
標 高千百メ ートルの 山荘
は︑ 冬になる と気温が 氷点
下 度近くに もなるが ︑四
季折 々の富士 の姿は︑ また
格別 だと話し ていた︒

山 中湖 畔の 細見 山荘

バ ー ベ ー キュー 楽 し む

夏祭りのカレー作りに威力
夏祭りのカレー作りに威力
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（２）
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受け た︒
作業 は高村︑加 藤︑
山城 ︑柏木の 会員が電 気ノ
コな どを使っ て︑ドラ ム缶
の底 を開け︑ 煙突など の部
品を ホームセ ンターで 購入
して 取り付け た︒
出 来上がっ たかまど をた
また ま見に来 た近くの 自治
会役 員が︑立 派な出来 栄え
にび っくり︒ ﹁うちで も特
注す るか﹂と 冗談をい うほ
ど本 格的な作 りで︑今 年７
月の 団地夏祭 りのカレ ー作
りか ら威力を 発揮する ︒
災 害時の炊 き出しに も使
える ので︑心 強い防災 対策
の新 兵器にな りそうだ ︒
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・ ウグイス の鳴き声 が例
年に なくにぎ やかだ︒ 団地
内に も縄張り を確保し たウ
グイ スがいる のか︑毎 朝さ
えず る声が絶 えない︒
・ アダプト 会が３年 目に
入り ︑５月に 今年１回 目の
作業 を実施︒ 香村会長 にア
ダプ ト会の実 情を寄稿 して
もら った︒
・ 煮炊き用 の新しい かま
どが 出来上が った︒玄 人は
だし の達人集 団が２日 間か
け完 成させた ︒
・ 元会員で 山中湖畔 に引
っ越 した細見 さんの山 荘に
押し 掛け︑野 外バーベ ーキ
ュー を楽しん だ︒
︵編集 担当 富 田︶

